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令和４年度一般会計・特別会計当初予算

還付金詐欺にご注意

園・学校だより

町内一斉清掃

総人口：6,704人（-33人） 男：3,135人（-18人） 女：3,569人（-15人） 世帯数：3,073（-12）
※令和4年4月１日（対前月比） 5

2022役場　新規採用職員



単位：千円、％（構成比）

単位：千円、％（構成比）

その他　3億2,028万5千円  8.2％
ふるさと納税寄附金 300,000

町債　1億6,920万円　4.3％
公共事業等債 103,100
臨時財政対策債 30,000

繰越金　7,000万円　1.8％
繰入金　2億1,422万8千円　5.5％
財政調整基金繰入金 180,000

県支出金　2億2,746万2千円　5.8％
障害者自立支援給付費等負担金 40,500
国民健康保険保険基盤安定負担金 26,658

国庫支出金　4億3,523万円 11.1％
障害者自立支援給付費等負担金 81,000
児童手当負担金 49,844
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 27,111

使用料・手数料　4,114万8千円　1.1％

下水道事業会計補助金（農集） 27,503
松くい虫防除事業（薬剤地上散布） 26,331
土地改良施設維持管理適正化事業 3,500

上田井地区津波避難施設整備事業 175,000
日高広域消防事務組合負担金 115,857
消防車両購入費 33,500
耐震設計・改修工事総合型事業 11,660

ひまわりこども園運営費 209,141
小学校費 71,050
学校給食運営費 49,757
中学校費 47,254
公民館費 20,833

道路交通安全対策事業 78,750
下水道事業会計補助金 49,626
町営住宅和田Ｂ団地屋根外壁改修工事 43,657

町商工会補助金 4,500
煙樹海岸キャンプ場管理業務 2,400

分担金・負担金　4,835万9千円　1.2％
学校給食費負担金 27,200
ひまわりこども園費負担金 8,270

町税　5億8,003万円　14.8％
町民税 291,251
固定資産税 237,129
軽自動車税 27,650
たばこ税 24,000

譲与税・交付金　1億8,397万2千円　4.7％ 
地方消費税交付金 150,000
自動車重量譲与税 14,000
地方揮発油譲与税 4,000
配当割交付金 3,000
株式等譲渡所得割交付金 2,000
法人事業税交付金 5,000

ふるさと納税返礼及び事務手数料 183,960
電子計算費 78,100
徴税費 56,085
選挙費 31,150
新型コロナウイルス感染症対策費 31,002

ひだか病院負担金 121,637
清掃センター負担金 84,403
ゴミ収集委託 53,679
クリーンセンター負担金 28,790
予防接種委託料 22,604

障害介護給付費 160,500
児童手当 72,960
認可保育所負担金 57,374
医療費助成 55,514
地域包括支援センター運営費 36,551
放課後児童健全育成事業委託金 23,537
町社会福祉協議会 11,650
国民健康保険特別会計繰出金 81,839
介護保険特別会計繰出金 146,946
後期高齢者医療特別会計繰出金 159,029

地方交付税　16億2,165万1千円　41.5％ 
普通交付税 1,491,651
特別交付税 130,000

予備費　500万円　0.1％

教育費　4億9,425万7千円　12.6％
公債費　3億491万5千円　7.8％

消防費　3億8,873万3千円　10.0％

土木費  3億3,739万7千円　8.6％

商工費  1,609万4千円　0.4％

議会費  7,439万5千円　1.9％
総務費  7億2,294万3千円　18.5％

民生費  9億7,703万1千円　25.0％

衛生費  4億3,389万2千円　11.1％

農林水産業費  1億5,690万8千円　4.0％
 

39億1,156万5千円令和４年度一般会計当初予算

歳

　入

歳
　出

令和4年度一般会計当初予算の総額は歳入歳出それぞれ3,911,565千円となり、前年度当初予算と比較すると195,120千
円（5.3％）の増額となりました。町営住宅和田Ｂ団地屋根外壁改修工事や上田井地区津波避難施設整備工事に係る経費の増
加が主な要因です。

歳入全体に占める割合が最も大きいのは地方交付税の1,621,651千円であり、全体に占める割合が41.5％と大きく
依存しています。また、町の根幹をなす町税は580,030千円で全体の14.8％を占めており、地方交付税と合わせると
歳入全体の半分以上を占めています。その他の歳入としましては、社会保障関係費、建設事業費などの財源となる国庫支
出金や県支出金、行財政運営を円滑に進めるための財政調整基金繰入金、建設事業費等の財源として発行する町債などが
あり、近年、力を入れて取り組んでいるふるさと納税寄附金については、300,000千円を計上しています。

歳出全体に占める割合が最も大きいのは民生費の977,031千円であり、全体の25.0％を占めています。この費用は
社会保障関係費に加え、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰出金などで構成され
ています。民生費に次いで割合が大きいのは総務費の722,943千円であり、この費用にはふるさと納税返礼事務や新型
コロナウイルス感染症対策として実施する煙樹海岸キャンプ場トイレ改修工事に係る経費などが含まれています。また、
当該予算以外にも、前年度からの繰越事業として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金や上田井地区津波避難施
設整備事業などを実施します。

清掃手数料 20,129
町営住宅使用料 11,488

2
2022.5　みはま 　光る海　青い空　松のみどり　私たちは美浜の自然を守ります。



単位：千円、％（構成比）

単位：千円、％（構成比）

その他　3億2,028万5千円  8.2％
ふるさと納税寄附金 300,000

町債　1億6,920万円　4.3％
公共事業等債 103,100
臨時財政対策債 30,000

繰越金　7,000万円　1.8％
繰入金　2億1,422万8千円　5.5％
財政調整基金繰入金 180,000

県支出金　2億2,746万2千円　5.8％
障害者自立支援給付費等負担金 40,500
国民健康保険保険基盤安定負担金 26,658

国庫支出金　4億3,523万円 11.1％
障害者自立支援給付費等負担金 81,000
児童手当負担金 49,844
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 27,111

使用料・手数料　4,114万8千円　1.1％

下水道事業会計補助金（農集） 27,503
松くい虫防除事業（薬剤地上散布） 26,331
土地改良施設維持管理適正化事業 3,500

上田井地区津波避難施設整備事業 175,000
日高広域消防事務組合負担金 115,857
消防車両購入費 33,500
耐震設計・改修工事総合型事業 11,660

ひまわりこども園運営費 209,141
小学校費 71,050
学校給食運営費 49,757
中学校費 47,254
公民館費 20,833

道路交通安全対策事業 78,750
下水道事業会計補助金 49,626
町営住宅和田Ｂ団地屋根外壁改修工事 43,657

町商工会補助金 4,500
煙樹海岸キャンプ場管理業務 2,400

分担金・負担金　4,835万9千円　1.2％
学校給食費負担金 27,200
ひまわりこども園費負担金 8,270

町税　5億8,003万円　14.8％
町民税 291,251
固定資産税 237,129
軽自動車税 27,650
たばこ税 24,000

譲与税・交付金　1億8,397万2千円　4.7％ 
地方消費税交付金 150,000
自動車重量譲与税 14,000
地方揮発油譲与税 4,000
配当割交付金 3,000
株式等譲渡所得割交付金 2,000
法人事業税交付金 5,000

ふるさと納税返礼及び事務手数料 183,960
電子計算費 78,100
徴税費 56,085
選挙費 31,150
新型コロナウイルス感染症対策費 31,002

ひだか病院負担金 121,637
清掃センター負担金 84,403
ゴミ収集委託 53,679
クリーンセンター負担金 28,790
予防接種委託料 22,604

障害介護給付費 160,500
児童手当 72,960
認可保育所負担金 57,374
医療費助成 55,514
地域包括支援センター運営費 36,551
放課後児童健全育成事業委託金 23,537
町社会福祉協議会 11,650
国民健康保険特別会計繰出金 81,839
介護保険特別会計繰出金 146,946
後期高齢者医療特別会計繰出金 159,029

地方交付税　16億2,165万1千円　41.5％ 
普通交付税 1,491,651
特別交付税 130,000

予備費　500万円　0.1％

教育費　4億9,425万7千円　12.6％
公債費　3億491万5千円　7.8％

消防費　3億8,873万3千円　10.0％

土木費  3億3,739万7千円　8.6％

商工費  1,609万4千円　0.4％

議会費  7,439万5千円　1.9％
総務費  7億2,294万3千円　18.5％

民生費  9億7,703万1千円　25.0％

衛生費  4億3,389万2千円　11.1％

農林水産業費  1億5,690万8千円　4.0％
 

39億1,156万5千円令和４年度一般会計当初予算

歳

　入

歳
　出

令和4年度一般会計当初予算の総額は歳入歳出それぞれ3,911,565千円となり、前年度当初予算と比較すると195,120千
円（5.3％）の増額となりました。町営住宅和田Ｂ団地屋根外壁改修工事や上田井地区津波避難施設整備工事に係る経費の増
加が主な要因です。

歳入全体に占める割合が最も大きいのは地方交付税の1,621,651千円であり、全体に占める割合が41.5％と大きく
依存しています。また、町の根幹をなす町税は580,030千円で全体の14.8％を占めており、地方交付税と合わせると
歳入全体の半分以上を占めています。その他の歳入としましては、社会保障関係費、建設事業費などの財源となる国庫支
出金や県支出金、行財政運営を円滑に進めるための財政調整基金繰入金、建設事業費等の財源として発行する町債などが
あり、近年、力を入れて取り組んでいるふるさと納税寄附金については、300,000千円を計上しています。

歳出全体に占める割合が最も大きいのは民生費の977,031千円であり、全体の25.0％を占めています。この費用は
社会保障関係費に加え、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰出金などで構成され
ています。民生費に次いで割合が大きいのは総務費の722,943千円であり、この費用にはふるさと納税返礼事務や新型
コロナウイルス感染症対策として実施する煙樹海岸キャンプ場トイレ改修工事に係る経費などが含まれています。また、
当該予算以外にも、前年度からの繰越事業として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金や上田井地区津波避難施
設整備事業などを実施します。

清掃手数料 20,129
町営住宅使用料 11,488

保険給付費
777,879
（92.4%）

（％）

歳

入

歳

出

0 20 40 60 80 100

支払基金交付金
217,219
（25.8%）

国県支出金
321,472
（38.1%）

繰入金
146,946
（17.5%）

総務費 33,609（4.0%）

介護保険料156,198（18.5%）

その他 230（0.1%）
地域支援事業費 30,158（3.5%）

その他 41（0.1%）

　

単位：千円、％（構成比）

令和４年度特別会計当初予算

歳

　入

歳

　出

国民健康保険特別会計 9億6,416万6千円

介護保険特別会計 8億4,187万6千円 後期高齢者医療特別会計 2億4,667万円

0 20 40 60 80 100（％）

（％）

歳

　入

歳

　出

0 20 40 60 80 100

国民健康保険税 156,399（16.2%）
その他 2,944（0.3%）

繰入金 114,839（11.9%）

納付金
256,517
（26.6%）

保険給付費
679,226
（70.4%）

国県支出金
689,984
（71.6%）

その他 14,176（1.5%）
総務費 14,247（1.5%）

その他 818（0.3%）

その他 8,525（3.5%）

繰入金
159,029
（64.5%）

後期高齢者医療広域連合納付金
238,145
（96.5%）

後期高齢者
医療保険料
86,823
（35.2%）

下水道事業会計

水道事業会計

収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出

営業収益 85,908 営業費用 185,204 他会計出資金 46,496 企業債償還金 83,151

営業外収益 133,154 営業外費用 22,544 分担金 486 負担金 1,692

その他 11,314 繰入金 610 基金積立金 30

合計 219,062 合計 219,062 合計 47,592 合計 84,873

収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出

営業収益 117,269 営業費用 114,709 分担金 275 建設改良費 36,915

営業外収益 14,799 営業外費用 8,639 補償金 6,160 企業債償還金 27,211

その他 555 負担金 1,690

合計 132,068 合計 123,903 合計 8,125 合計 64,126
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2022.5　みはま汗と希望　たゆまぬ努力　私たちは日々の仕事にはげみます。　



4
2022.5　みはま 　笑顔と健康　ふれあう心　私たちは住みよい町をつくります。

役場職員を名乗り、『介護保険料等の還付があります。お金が返ってきます。

金融機関から口座番号など確認の電話がありま

すので対応してください。』という不審な電話

が相次いでいます。

還付の手続きを装い、逆にATMからお金を

振り込ませるという悪質な手口の詐欺です！

役場職員や金融機関の職員が ATM で操
作するように誘導することは、絶対にあり
ません！

問い合わせ先　消費者ホットライン　TEL 188
　　　　　　　総務課　　　　　　　TEL 23-4901

役場職員を名乗る
不審な電話に注意!

「あやしいな？」と思ったら、
電話を一度切って !!
●消費者ホットライン
（局番なしの３桁番号）

188（いやや）に
遠慮なくご相談ください。
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2022.5　みはま歴史と伝統　新たな歩み　私たちはふるさとの文化を高めます。　

ハンセン病とは
ハンセン病は「らい菌」に感染することで起こる病気です。
治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
しかし現在の日本の衛生状態や医療状況、生活環境では、「らい菌」に感染することや、感
染したとしても発病することはほとんどありません。早期に発見し、適切な治療を行えば、後
遺症を残すことなく治すことができる病気です。

「らい予防法」による国の誤った隔離政策が廃止され、２０年以上が経った今も、多くの療養所入所者や社会復帰者
は「ハンセン病に対する偏見や差別が残っている」と感じています。そうした偏見や差別を解決するためには、相手の
人権を尊重する気持ちを持つことが大切です。
ハンセン病についての正しい知識と理解を持つこと。これが偏見や差別をなくす第一歩です。

☑チェック

ハンセン病の歴史

◇中世～近世
体の一部が変形するといった後遺症の特徴等から偏見や差別の対象にさ
れることがあった。

◇明治後期（1900 年代）～昭和前期（1940 年代）
患者を強制的に収容し、療養所から一生出られなくする、
「ハンセン病絶滅政策」が行われ、偏見や差別が一層助長された。

◇昭和前期（1940 年代）～平成 8 年（1996 年）
有効な薬が開発され、治療法が確立されたにもかかわらず、患者の隔離
政策はそのまま継続された。

◇平成 8 年（1996 年）～
「らい予防法」が廃止され、患者隔離政策に終止符が打たれた。

問い合わせ先　住民課　TEL 23-4904

ハンセン病に関する相談窓口
〈県健康推進課〉　　

　TEL　073-441-2643
　FAX　073-428-2325

○チェックリストについてのお問い合わせ
〈県人権施策推進課〉　
　TEL　073-441-2566
　FAX　073-433-4540

人権チェックリスト
「ハンセン病」について知っていますか？　

患者の隔離政策

差別のはじまり

治療薬の登場

「らい予防法」廃止
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2022.5　みはま

和田小学校和田小学校

ひまわりこども園ひまわりこども園

　愛とはげまし　育てる心　私たちは美浜の明日を信じます。

■ お別れ遠足
3月 14日（月）、全校で吉原運動公園へお別れ遠足に
行ってきました。お楽しみ企画を考えてくれた6年生が
一足先に出発し、公園内で準備作業をしてくれました。
全員そろうと、まず6年生が準備してくれたゲームを
しました。学年ごとにクイズに答え、キーワードを当てる
と景品がもらえるというものです。これは、大いに盛り上
がりました。短い期間で6年生はよく考えて、楽しい催
しをしてくれたと思います。
その後は公園内で自由に遊びました。子どもたちはマス
ク着用の上、節度を
もって遊ぶことがで
きました。短い時間
でしたが、6 年生
と下級生が一緒に楽
しい時間を過ごすこ
とができ、本当の意
味でのお別れ遠足に
なったと思います。

■ 6 年生を送る会
3月 17日（木）、6年生を送る会が開かれました。今

回は、Teamsを使って各教室と音楽室をつなぎ、クイズ
大会をしました。
クイズはなぞなぞや和田小学校に関するものと様々で、

どの学年の子どもも楽しめる内容となっていました。この
あたりに5年生の気遣いが見られ、新しいリーダーとし
ての自覚のめばえが
感じられました。
クイズを楽しんだ

後は、5年生が手作
りしたプレゼントを
6年教室へ届けまし
た。6年生は大喜び。
心温まるひとときで
した。

■ 祝ご卒業
3月23日（水）、21名の6年生が、立派に本校を巣立っ

ていきました。
ご卒業おめでとう。みなさんの前途に幸多かれと祈りま

す。

■ 5 月の行事予定
  2 日（月）　遠足
11日（水）　交通安全教室
28日（土）　運動会

■ ひな祭り
幼児組は、おひなさまのタペスト
リーを作りました。学年ごとのひな祭
り会では、おひなさまに関するクイズ
をしたりペープサートのお話を見たりして楽しみました。

■ BJ 先生ありがとう
子ども達が楽しみにしている、週一
回の英語活動。毎回、楽しく教えてい
ただいたBJ先生に感謝の気持ちを込
めて、5歳児がプレゼントを作って渡しました。

■ 春が来た
柔らかな日差しが心地良い季節になり、
園庭では、友達と一緒に縄跳びや鬼ごっ
こ、砂遊びや虫探しなど、好きな遊びを
思いきり楽しみました。また、春を見つ
けに地域へ散歩にもたくさん出かけまし
た。
春の花を見つけた
り小鳥のさえずりに
気付いたりすると、

嬉しそうに保育教諭や友達に教え合っている姿はとてもほ
のぼのとしたものでした。

■ 第 14 回 卒園式
3月 18日、33名の卒園児が修

了証書を受け取り、胸を張って笑顔
いっぱいに巣立っていきました。
保護者達は、証書を受け取る卒

園児一人一人を拍手で祝い、
「ありがとう心をこめて」を
歌う姿に、喜びの涙を拭って
いました。
当日は、コロナ対策とし

て、卒園児、保護者、必要
最小限の職員で、全員マスク
着用、手指消毒、検温、換気、
パネルパーテーション、空気
清浄機の設置 等の感染予防
を行いながら挙行いたしました。

■ 5 月の予定
  2 日 こどもの日のつどい
10日・17日 内科検診
19日・26日 歯科検診
20日 春の遠足
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見られます。しかし不規則
な動きをするラグビーボー
ルに興味を持ちながら練習
している様子も見受けられ
ます。今学期中には、タグ
ラグビーなどのゲームをす
る予定です。
体力作りをしながら、ラグビーの楽しさを味わってもら

いたいものです。

■ なわとび　～ 2 月 7 日～
3学期に入ってから体育

ではなわとびが盛んに行わ
れています。前跳びや二重
跳びなど各なわとび種目の
最高記録によって段級を検
定します。段級は20級か
ら始まって10段、更に達
人、名人、鉄人、そして最高ランクの超人までとなってい
ます。段級の判定期限は2月 28日です。子供達は体育
の時間や休憩時間に練習することにより1ランクでも高
い段級へと挑戦しています。

■ 5 月の行事予定
28日 ( 土 )　運動会

■ ドラえもんズカップ　～ 2 月 4 日～
卒業を1ヶ月後に控えて6年生が下級生と積極的に交
流しています。給食を終えて昼休みになると1年生から
6年生までの有志が集まってきます。そして、その場で「ド
ラエモンズカップ」というスポーツイベントが始まります。
サッカー､ ドッジボールなどによる異学年交流の開始です。
卒業を控えた6年生はもちろん、5年生以下の下級生
も自分達の学年だけで遊んでいるときよりも白熱して遊び
に臨んでいるように見えま
す。6年生、下級生ともに
最後まで充実感を持って過
ごし、特に 6年生には小
学校生活最後の良き思い出
としてほしいと思います。

■ ラグビー　～ 2 月 4 日～
5年生が体育で行っています。使い慣れない楕円形の
ボールを使っています。パス練習をしている姿を見かけま
すが、なかなか難しい様子です。ドッジボールのような
球型とは扱いが少し違うようです。相手が受け取り易いよ
うにパスしたり、パスされたラグビーボールを手のひらで
しっかり受け取ったりする練習では四苦八苦している姿も

■ 令和３年度卒業式
３月７日（月）に、第７０回の卒業式を挙行しました。

今年度は、３年ぶりに在校生を入れての卒業式となりまし
た。
新型コロナ感染予防に努めながら、厳粛な雰囲気の中で

卒業証書や記念品の授与を行いました。その後、在校生代
表の山川さくらさんが送辞を、卒業生代表で山川雄大君が
答辞を述べました。
結びは、卒業生による別れの歌「 遥 か 」の合唱で締め

くくり、思い出に残る素晴らしい卒業式となりました。

松原小学校松原小学校

松洋中学校松洋中学校
■ 5 月行事予定
12日（木）内科検診（3年・2-1）
13日（金）心電図（1年）
20日（金）耳鼻科検診（全学年）
23日（月）中間テスト時間割発表
26日（木）内科検診（1年・2-2）
27日（金）部活動停止（～30日）
30日（月）・31日（火）中間テスト
※例年5月行われていた修学旅行は、二学期に行う予定
です。

■ 退任・転任・新任職員紹介
この度の異動で､ 土井淳司、岡本和広、瀧脇美和、山本
怜奈、尾崎文香、加辻󠄀智恵、が転任、退任しました。新し
く早蘇中から松本瑞生
（国語）、稲原中から椎崎
聖文（数学）、和田小か
ら石田美紀（用務員）が
着任しました。また、塩
路雅美（音楽）が 4月
から復職しました。
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■ 工事等（新築・改築・土木工事等）をする場合の事

前相談・照会

工事等を計画される場合には、事前に工事箇所が周

知の埋蔵文化財包蔵地に含まれるかどうかを確認する

必要があります。

周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれるかどうかは、『和

歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』により確認してく

ださい。

『和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』は、町教育

委員会で閲覧、または県ホームページで公開していま

す。

工事等を円滑に行うためにも、事前の相談、照会は

できるだけ早い時期にお願いします。

埋蔵文化財包蔵地をホームページで閲覧される場合

・和歌山県教育委員会文化遺産課

　和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図

■ 工事箇所が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

の手続き

工事箇所が周知の埋蔵文化財包蔵地内に該当した場

合、事業者は町教育委員会に工事着工60日前まで

に所定の届出を行う必要があります (文化財保護法第

93条第１項 )。

この間、工事の着工はできません。

なお、届出書は町教育委員会を経由して県教育委員

会に提出し、工事内容等を検討したのち次のいずれか

を指示します。

①確認・発掘調査

工事に先立ち行う調査で、遺跡の内容を把握する

ための部分的な発掘を行う確認調査と、記録保存の

ための本発掘調査があります。

②工事立会

工事箇所を、町教育委員会および県教育委員会の

担当職員が立会い、必要に応じて記録の保存を実施

します。

③慎重工事

包蔵地内であることを認識して、文化財に影響を

与えないよう慎重に工事を実施してください。

工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工

事を中止し、町教育委員会に連絡してください。

また、届出時と掘削範囲や掘削深度が変更になる

場合は、再度届出が必要となります。

■ 提出書類

届出に必要な関係書類は次のとおりです。

①埋蔵文化財発掘の届出（指定の様式）

②土木工事を行う位置図・付近見取図

③土木工事等の概要書類・図面

( 土地利用計画図・建物配置図・建物の平面図・立

面図・基礎図・地中埋蔵物に関する図面など )

※提出部数　２部

周知の埋蔵文化財包蔵地内における
工事等の手続きについて

問い合わせ先　中央公民館　TEL 22-7309
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問い合わせ先　中央公民館　TEL 22-7309

■ 第 37 回 町民ゲートボール大会

開 催 日　5月22日

開 会 式　午前8時30分（吉原公園）

会　　場　吉原公園ゲートボール場

参加資格　町内在住もしくは住民登録を有する者

　　　　　美浜町ゲートボール協会に所属している者。

申込締切　5月13日（金）午後5時15分まで

■ 第 49 回 町民ソフトテニス大会

開 催 日　5月22日

開 会 式　午前8時30分

　　　　　（吉原公園テニスコート）

会　　場　吉原公園テニスコート

参加資格　町内在住もしくは住民登録を有する中学生以

　　　　　上の者。

　　　　　町内の事業所に勤務している者。

申込締切　5月13日（金）午後5時15分まで

■ 第 37 回 町民ソフトボール大会

開 催 日　5月29日（予備日6月5日）　

開 会 式　午前8時30分

　　　　　（第1若もの広場）

会　　場　第1若もの広場・松原小学校グラウンド

　　　　　（松洋中学校グラウンド）

参加資格　町内在住もしくは住民登録を有する中学生以

　　　　　上の者。

　　　　　町内の事業所に勤務している者。　

申込締切　5月20日（金）午後5時15分まで

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況の拡大により、急

遽中止となる場合があります。

町体育協会年間事業計画が
決まりました

5/22（日）

第37回町民ゲートボール大会

5/22（日）

第49回町民ソフトテニス大会

5/29（日）

第37回町民ソフトボール大会

　　　　　　　　　　　　予備日 6/5（日）

6/19（日）

第38回町民ビーチボールバレー大会

6/26（日）

第29回町民グラウンド・ゴルフ大会

　　　　　　　　　　　　予備日 7/3（日）

9/11（日）

第66回美浜町長杯争奪野球大会

　　　　　　　　　　　　予備日9/18（日）

11/27（日）

第46回町民卓球大会

12/4  ( 日 )

第48回美浜マラソン大会

1/8( 日）

成人式祝賀 第 61回美浜町駅伝競走大会

2/11 ( 祝・土 )

第15回ファミリースポーツ大会

2/26（日）

第44回町民バドミントン大会

3/5 （日）

第17回町民ソフトバレーボール大会

3/12（日）

令和4年度優秀スポーツ賞授与式 

1/15（日）

第60回日高地方駅伝競走大会  

2/12（日）

第22回県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、中止とな

る場合があります。

★ソフトボール部主催事業

第43回ソフトボールリーグ戦　　　　　中止

★ビーチボールバレー部主催事業 

第33回ビーチボールバレーリーグ戦　　中止

各種大会
参加者・チーム募集



10
2022.5　みはま

友学の森
美浜町立図書館だより

※○で囲んだ日が休館日です。
　休館日は月曜日・祝日・月末などです。
※開館時間は午前9時30分～午後6時です。

月 火 水 木 金 土 日

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

5月
休館日のご案内

朝田家 !

ようかいむらのふしぎとしょかん
  たかい よしかず 著

糸

新型コロナウイルスと共存する、
ウィズコロナ時代がやってくる。
適切な感染対策、感染対策の「落

とし穴」、新しい知見、今後の展
望について、専門医がわかりやす
く解説する入門書。

ようかいむらのふしぎなとしょ
かんには、こどもたちに夢を与え
てくれるばく館長がいます。そこ
へじろきちたちがやってきて…
「めいろ」にも挑戦してみましょう。

平成元年に生まれた漣と葵。す
れ違い、遠く離れ、それぞれの人
生を歩んできた 2人が、奇跡の
糸を手繰り寄せながら、平成の終
わりに再会を果たす。運命に引き
離された男女が再びめぐり逢うま
でを描いた壮大な愛の物語。

家族全員を巻き込み、それぞれ
がやってみたかったことをテーマ
にコスプレし撮影したユニーク
な〈家族写真〉で、木村伊兵衛写
真賞を受賞した写真家・浅田政志。
写真家としてようやく軌道に乗り
始めた時、東日本大震災が起こる。

ねころんで読めるウィズコロナ時代の感染対策
専門医が教える正しく怖がるための入門書
	 矢野 邦夫 著

昨年度予約が多かった本ベスト5をご紹介します !

☆2021年度
予約ベスト
ランキング

新刊案内

新刊DVD案内

1 白鳥とコウモリ 東野圭吾 // 著

2 透明な螺旋 東野圭吾 // 著

3 李王家の縁談 林真理子 // 著

4 52ヘルツのクジラたち 町田そのこ // 著

5 小説8050 林真理子 // 著
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子育て へやつどいの
ひまわりこども園

問い合わせ先　ひまわりこども園　TEL 22-3650・22-3611

お友達と一緒に遊んだり、
体を動かして遊んだりします。

親子で製作を楽しみます。

いろいろな季節の
行事があります。

お母さんと一緒に製作。

こども園や幼稚園・保育所に通っていないお子さんと、子育て中の保護者の方を応援します。
子育てつどいのへやで、保護者の方同士おしゃべりをしたり、お子さんとおもちゃで遊んだりして楽しいひとときを過ご
しませんか。たくさんの方のご利用をお待ちしています。

子育てつどいのへやはこんなところです

11日（水）　お花や野菜の苗を植えよう
18日（水）　お散歩に行こう
25日（水）　壁面の飾りを作ろう

５月の予定
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※燃えない（複雑）ゴミは、不燃の指定袋に入れ、燃える
ゴミと同じ場所に出してください。集積場所への搬入は、
大型ゴミのみとなりますのでご注意ください。
※傘や蛍光灯は、大きさに関わらず燃えない（複雑）ゴミ
となりますのでご注意ください。また、指定袋からはみ
出す場合は、口のところで縛ってください。
※今月は、大型ゴミの収集はありません。
※空き缶・ペットボトルは、最寄りの回収箱へ入れてくだ
さい。
※ペットボトル回収箱に他のプラスチックゴミを入れない
でください。

注　カセットボンベ・エアゾール缶（スプレー類）は、必
ず中身のガスを使いきってから、穴を開けて出してくだ
さい。中身が残っているとゴミ収集車の車両火災やゴミ
処理施設で火災が発生する原因となります。
※ガスが残っている状態で穴を開けると中身が噴出して目
に入ってしまったり、中のガスに引火するというような
事故につながる恐れがありますので、必ず中身を使い
きってから、火の気のない、風通しの良い屋外で穴を開
けてください。

※ゴミの収集日は、最終ページのカレンダーに掲載してい
ます。

　　「分別」と「リサイクル」
　　　　　　　　ゴミの減量にご協力を！

私たちの身の回りには物があふれ、不用になれば捨て
てしまう「使い捨てのライフスタイル」が定着しています。
そのことが、貴重な資源のむだ使いや環境汚染、ゴミ
の増加などにつながっているのです。
そこで、一人ひとりが「ゴミの減量」「資源の有効利用」

「再生品の利用」に取り組み、貴重な資源を大切にして
いくためにも、古新聞・本・雑誌・段ボール等の紙類・
衣類（綿 100% のもの）は、太陽作業所及び子どもク
ラブが実施する資源ゴミの集団回収にご協力ください。

ホームページに「ごみ分別リスト」を掲載しています
ので、ごみの分別にお困りの場合にご活用ください。
また、記載のない品目の分別は、美浜町役場住民課ま
でお問い合わせください。

５月のゴミ収集について 資源回収にご協力を

ホームページで「ごみ分別リスト」
をご確認いただけます

問い合わせ先　住民課　TEL 23-4904

お知らせ

実施日：５月１５日（日曜日）　場　所：町内各地区
例年どおり地区ごとに実施します。　「美しい町づくり」のため、ご協力をお願いします。

5
ゴ

月3
ミ

0
ゼロ

日
「5月 30日を『ゴミ0』の日と定め、広報すると共に、各家庭、各地域で
ゴミの減量化に取り組んでいます。　5月30日の一日を「ゴミを出さない日」
として、皆様もご協力をお願いします。

※コロナ禍での作業となりますので、マスクを着用の上、人と
人との距離を確保して感染症予防対策に努めてください。

町内一斉清掃
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５～６月は、田植えの繁忙期です。
農業用道路（農道）は、特に作業中の車両が集中するた
め、みなさんにご不便をお掛けすることもありますが、ご
理解ご協力をよろしくお願いします。

■ 対象者及び対象水田
町内に住所を有する農業者
で、水田に水を張り、代掻きを
し、常に水稲の生産可能な状態
に管理された水田 (調整水田 )

■ 交付単価
7,000円／10ａ

■ 確認方法
基準日（７月１日）以降に対象者のみ事務局で現地確
認をします。

ハロートレーニング　～急がば学べ～

求職者支援訓練　訓練番号：5-04-30-002-03-0001

「就職」を目指す方のための公的な職業訓練です。

■ 募 集 期 間：4月15日（金）～6月　3日（金）
■ 訓 練 期 間：6月27日（月）～9月26日（月）
■ 定 員：15名　

（申込者が定員の半数に満たない場合、訓
練を中止することがあります。）

■ 自己負担額：テキスト代　7,590円（税込）
職場見学先への交通費

■ 申 し 込 み：事前にハローワークで職業相談を必ず受
けてください。

最近、大型ゴミ集積所に、傘や蛍光灯などの燃えない（複
雑）ゴミが間違えて搬入されています。これらのゴミにつ
いては、見た目や大きさ、用途などから誤って分別してい
ることが多いようです。

もう一度、燃えない（複雑）ゴミの収集方法を確認し、
正しい「ゴミの分別」にご協力ください。

なお、集積所に出せるゴミは大型ゴミのみとなります。
大型ゴミ以外のゴミを出された場合は収集できませんの
でご注意ください。

燃えない（複雑）ゴミの収集方法
◇収 集 日　奇数月の第３水曜日
◇出す場所　収集ルート（燃えるゴミを出す場所）

・燃えない（複雑）ゴミとは、金属・ガラス等が混在した
複雑ゴミです。
中身がみえる状態で、（不燃）指定袋に入れて出してく
ださい。

【ガラス・セトモノ類】
食器、花瓶、植木鉢、板ガラス　など

【その他】
傘、蛍光灯、カミソリ、包丁、ノコギリ、カマ、洗濯
バサミ、ライター、ビデオテープ、おもちゃ（金属を含
む）、針金ハンガー、キーホルダー、鏡類　など
・（小型）プラスチックゴミや資源ゴミ（缶類、びん類）
が混ざっていますと、分別不良となり収集しません。
・傘、蛍光灯は必ず（不燃）指定袋の入れ、複雑ゴミとし
て出してください。
袋からはみ出す場合は、口のところで縛ってください。
（はみ出した状態で結構です）
・一斗缶未満のペンキ（塗料）の缶などは、必ず中身を使
いきってから出してください。
残った中身のペンキは、紙又は布等にしみこませ、燃え
るゴミとして出してください。
・カミソリや包丁などは、安全な形で出
してください。
・ライターは、ガスを使い切り、穴を開
けてから出してください。

問い合わせ先　住民課　TEL 23-4904

問い合わせ先　 農林水産建設課　TEL 23-4951

問い合わせ先　 農林水産建設課　TEL 23-4951

燃えない（複雑）ゴミの
収集方法

農作業へのご理解を
お願いします

農業者のみなさんへ
優良農地保全対策事業

実践コース　パソコン事務科
受講者募集！

問い合わせ先　職業訓練法人　中紀技能訓練協会
　　　　　　　TEL 63-1500
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忘れず納付！　軽自動車税

御坊税務署からのお知らせ

問い合わせ先　税務課　TEL 23-4903

5月末日が納期限となる町税は、軽自動車税 全期分です。

※軽自動車税の納税通知書（納付書）の発送は、5月初旬の予定です。

5 月 31 日（火曜日）までに納めてください。

もしも、納期限までに納められなかった場合・・・
①納期限後20日を経過すると督促状が発送され、督促状1通に

　つき100円の督促手数料が加算されます。

②また、右図の割合で、本税とは別に『延滞金』も加算されます。

計算の結果、延滞金の額が1,000円以上になった時点で本税に加算されます。

また、1,000円以上のときは、100円未満の端数が切り捨てられます。

自動車税の種別割の納期限は
5 月 31 日（火曜日）です

問い合わせ先　 紀中県税事務所　税務課　TEL 0737-64-1260

納期内納税をお願いします。
お近くの金融機関窓口、コンビニなどでお早めに納付してください。

パソコン、スマートフォンなどからクレジットカードを利用して納付もできます。

納税通知書に印字されているコンビニ収納用バーコードを利用して、スマートフォンアプリ（LINEPay、PayPay、auPayB等）

でも納付することができます。ぜひご利用ください。

■ 自動車税（環境性能割・種別割）の減免
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が使用する自動車は、名義や障害の程度など、

一定の要件を満たす場合、申請により、自動車税（環境性能割・種別割）の減免が受けられます。

〇　説明会は事前予約制です（予約は開催日の１週間前目途）
〇　申込みは御坊税務署法人課税部門　（☎ 0738-22-0695【音声案内「２」】）へ

■ 消費税インボイス制度説明会について

消費税インボイス制度説明会を開催します

本 則 適用率
（令和4年1月1日～12月31日）

延滞金 14.6% ※
特例基準割合+7.3% 8.7%

納期限後
1ヶ月以内 7.3% ※

特例基準割合+1.0% 2.4%

※ 財務大臣が告示する率（国内銀行の貸出約定平均金利の年平均）+1.0%

知っていますか？インボイス制度
課税事業者だけではない！？

免税事業者の方も無関係とは限らない・・・

消費税

開催日 時間 開催場所 住所
令和4年5月24日（火） 15:00～16:00 御坊税務署1階　大会議室 御坊市薗430番地の3
令和 4 年 6 月 9 日（木） 14:00 ～ 15:00 美浜町中央公民館 2 階　大会議室 美浜町和田 1138-117
令和4年6月21日（火） 15:00～16:00 御坊税務署1階　大会議室 御坊市薗430番地の3

税に関する情報は国税庁ホームページへ　https://www.nta.go.jp/
お問い合わせは御坊税務署まで　　　　  0738（22）0695（音声案内「2」）
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行　政　相　談

男女共同参画ひとくちメモ
「女子差別撤廃条約」

防災ひとくちメモ
登下校中の避難

問い合わせ先　 総務課　TEL 23-4901

問い合わせ先　 防災まちづくりみらい課　TEL 23-4902

問い合わせ先　 総務課　TEL 23-4901

■ 行政相談員を紹介します

谷口　芳弘 相談委員（総務大臣委嘱）

行政相談とは、公平・中立の立場から、行政などへの苦情や意見、要望を受け付け、
その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。
相談無料で、秘密は固く守られます。

■ 令和 4 年度 行政相談所開設日

・開設日（毎月第2水曜日）
5月11日、　6月8日、　7月13日、8月10日、9月14日
10月 12日、11月 9日、12月 14日、1月11日、2月8日、3月8日
・開設時間　　午後1時～午後3時
・開設場所　　地域福祉センター

女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、昭和54年に採択され、昭和56年に発
効しました。
その基本理念は、女子に対するあらゆる差別を撤廃することです。
具体的には、「女子に対する差別」を定義し、締約国に対し、政治的および公的分野、ならびに経済的および社会的分
野における差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めています。
日本の現状は、教育と健康の面では他国にひけをとらないジェンダー平等を実現しているものの、政治と経済の面にお
いては女性の参画や意思決定層への進出が遅れているのが特徴です。
女性への差別・不平等をなくすためには、偏見を取り除き、一人ひとりの意識を変えていくことが大切です。

※町ホームページに美浜町男女共同参画計画を掲載していますので、ぜひご覧ください。

お子さんが小学校や中学校、高校などに入学して、これまでとは違う場所に登下校を
始めたご家庭もあるのではないでしょうか。
もし、登下校中に地震などの災害が発生した場合、お子さんには自力で避難してもら
わなければなりません。ご家族の間で避難場所や落ち合う場所を確認しておきましょう。
美浜町ホームページにおいて津波及び土砂災害のハザードマップを掲載しております
ので、避難場所確認の参考にしてください。
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■ 応募条件
・令和５年３月３１日までの間に設置される方（浄化槽を埋没
するときは、機種および人槽を確認するために町の立ち会い
が必要となります。）

・美浜町に住民登録をされている方、または浄化槽設置後速や
かに住民登録をされる方

※以下のいずれかに該当する場合は応募できません
・建築基準法第六条第一項に基づく確認または浄化槽法第五条
第一項に基づく設置の届出の審査を受けずに、浄化槽を設置
する方

・補助事業の期間内（令和５年３月３１日まで）に浄化槽を設
置できない方

・販売又は賃貸の目的で浄化槽付住宅（共同住宅を含む）を建
設する方

・住宅を借りている方で、賃貸人の了承が得られない方
・店舗付住宅等については、住宅部分の延べ面積が二分の一未
満の場合

・町税を滞納している方
・浜ノ瀬・新浜・吉原・田井畑・本ノ脇地区の公共下水道事業
認可区域または、和田・上田井・入山地区で農業集落排水事
業の受益地区に浄化槽を設置する方

生活雑排水（台所、洗濯、風呂等の排水）による公共用水域
の水質汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る
ため、生活排水と､ し尿を合わせて処理をする合併処理浄化槽
を設置される方に補助金を交付します。

募集期間　　　4月25日（月）～ 5月 31日（火）
受付時間　　　平日午前8時30分～午後5時15分
募集予定基数　5基（予定基数以上になった時は、抽選を行う

場合もあります）
補助金額 ( 補助率100%）

■ 浄化槽を使用している管理者の方へ
浄化槽の管理者は定期的に「保守点検」・「清掃」・「法定検査」
の３つの義務を行い、適正な管理に努めましょう。浄化槽が故
障していたり、適切な処理が行われていないと、近所の方々だ
けでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。

・浄化槽の保守点検
浄化槽の管理者は、浄化槽の機能が
正しく働き、放流水が基準内で流れる
よう、定期的に保守点検を行うことが
法律で義務づけられています。保守点
検は和歌山県知事の登録を受けた専門
の業者に委託しましょう。
・浄化槽の清掃
浄化槽を一定期間使用していると、汚泥やスカムとよばれる
浮遊している汚泥がたまり、放っておくと浄化する能力が低下
してしまいますので、少なくとも１年に１回浄化槽の清掃をす
ることが法律で義務づけられています。清掃は町の許可業者に
おいて実施しましょう。

令和４年度浄化槽設置整備事業補助金の申し込みについて

浄化槽は維持管理が大切です！

・法定検査（水質検査）
浄化槽の管理者は毎年１回、水質に関する検査を受けること

が法律で義務づけられています。
法定検査については和歌山県水質保全センター（TEL:073-

432-6433）にお申し込みください。

■「保守点検」と「法定検査」の違い
「保守点検」とは、浄化槽の機能が正常に保持されるよう浄
化槽の点検、調整、修理をするもので、槽の種類によって回数
は異なりますが、何ヶ月に１回以上定期的に点検をするもので
す。人間に置き換えれば、日常の健康管理にあたります。
また「法定検査」とは、浄化槽の機能が正常に働き、放流さ

れる水の水質が基準を満たしているかを分析するもので、毎年
１回定期的に検査するものです。人間に置き換えれば、健康診
断にあたります。
このように「保守点検」と「法定検査」は目的、作業内容も

ちがい、別の観点から行われているものであるため、保守点検
を受けていても法定検査を受ける必要があります。

問い合わせ先　 上下水道課　TEL 23-4954

既存家屋の改修の場合
人　　　槽 限　度　額
5人槽 791,000円

6人～7人槽 997,000円
8人～50人槽 1,329,000円

新築家屋の場合
人　　　槽 限　度　額
5人槽 675,000円

6人～7人槽 881,000円
8人～50人槽 1,213,000円
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■ 実施場所
受診券に同封する一覧表に記載された医療機関
または、町の集団健診の以下の日程。
実施予定日 場所・受付時間 申込締切日

  6月  5日 ( 日 ) 体育センター
午前7:00～ 9:00 5月 26日 ( 木 )

  7 月  3 日 ( 日 ) 体育センター
午前7:00～ 9:00 6月 23日 ( 木 )

  9 月 10日 ( 土 ) 三尾風速荘
午前7:30～ 8:30 8月 31日 ( 水 )

11月  6日 ( 日 ) 体育センター
午前7:00～ 9:00 10月 27日 ( 木 )

■ 申し込み
・医療機関での受診の場合、受診を希望する医療機関へ直接電
話などで受診日の確認・予約をしてください。

・町の集団健診会場での受診の場合、申込締切日までにかがや
く長寿課まで電話などで申し込みをしてください。

※すでに同様の検査を受けている場合など、定期的に健康管理
が行われている場合は、必ずしも受診する必要はありません。

※生活習慣病の治療などで定期的に医療機関を受診している方
は、健診を受ける必要があるか、主治医に相談してください。

※町が実施する後期高齢者医療人間ドック健診を受診される方
は、本健康診査を受診できません。

健美操とは、ヨガや太極拳などの東洋医学の動きをとりいれた健康体操です。
呼吸・身体・精神を調和させることにより、新陳代謝や自然治癒力を高め健康維持に役立てることができます。
年齢は問いません。申し込みは不要ですので気軽にご参加ください。

■ 日時
5月 17日（火）
①10時～11時 30分　　（和田地区の方）
②13時30分～15時　　（三尾・松原地区の方）

■ 場所
地域福祉センター 3階

■ 講師
メディカル&フィットネス アクオ
インストラクター

■ その他
運動できる服装、飲み物・タオル持参

後期高齢者医療制度にご加入のみなさまへ

健
け ん

 美
び

 操
そ う

 教 室

健康診査のご案内
健康管理のため、年に１度、健康診査を受けましょう。
対象の方には、５月下旬に受診券をお送りします。
（受診券発行の申し込みをする必要はありません。）

■ 検査項目
【みなさんに実施する項目】
問診、計測（身長、体重、BMI、血圧）、診察（身体診察）、
血液検査（脂質、肝機能、糖代謝、腎機能、尿酸、貧血等）、
尿検査（糖、蛋白、潜血）

【医師が必要と判断した方に追加で実施する項目】
心電図検査、眼底検査

■ 実施期間　令和4年6月1日～令和5年2月28日
■ 自己負担　無料
■ 持 ち 物　保険証、受診券、受診票兼問診票
※受診券等をお持ちでない場合は受診でき
ません。
受診票兼問診票は、５月下旬に送付する受
診券に同封しています。

歯科健康診査のご案内
対象の方は年１回、歯科健康診査を受ける事ができます。受診券が届いたら、歯科健康診査を受けましょう。
対象の方には、５月下旬に受診券をお送りします。（受診券発行の申し込みをする必要はありません。）

■ 対 象 者　令和4年3月末で75歳、80歳、85歳の方と90歳以上の方
■ 検査項目　問診、口腔診断（歯の状態・歯周組織の状況・口腔衛生状況・噛み合わせ・口腔乾燥・粘膜の異常）
　　　　　　 口腔機能検査（噛む能力・舌機能・嚥下（飲み込み）機能）
■ 実施期間　令和4年6月1日～令和5年2月28日
■ 自己負担　無料
■ 持 ち 物　保険証、受診券、受診票兼問診票
※受診券等をお持ちでない場合は受診できません。受診票兼問診票は、５月下旬に送付する受診券に同封しています。
■ 実施場所　受診券に同封する一覧表に記載された医療機関

問い合わせ先　 子育て健康推進課　TEL 23-4905

問い合わせ先　和歌山県後期高齢者医療広域連合　TEL 073-428-6688
※集団健診会場での健康診査申し込み先　役場　かがやく長寿課　TEL 23-4950
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5月2日（月）から申込みを開始します。
各健診にはそれぞれ定員がありますので、お早めにお申し込みください。

「元気」なときこそ「健診」を受けて、大切な身体の健康を確認しましょう。

みんなで健診を受けよう！
目指そう！健康寿命の長い町！

総合健診のお知らせ

実施日 場所 当日受付時間 定員 申込期日

6月 5日（日）
体育センター 7:00～ 9:00

200名 5月26日（木）まで

7月 3日（日） 200名 6月23日（木）まで

健診の種類 内容と注意点 対象年齢 自己負担額

国保特定健診 問診・身体測定・腹囲・血圧測定・尿検査・
血液検査・診察・心電図

40～74歳の
国民健康保険加入者 無料

生活習慣病健診 問診・身体測定・腹囲・血圧測定・尿検査・
血液検査・診察・心電図 39歳以下 無料

胃がん検診 胃部レントゲン検査（バリウム検査） 50～74歳
前年度未受診の方 700円

肺がん検診 レントゲン撮影・喀痰検査（50歳以上で 1
日の喫煙本数×喫煙年数が600以上の方） 40歳以上 無料

大腸がん検診 便潜血反応検査（2回分） 40歳以上 400円

乳がん検診 乳房レントゲン検査（マンモグラフィ） 40歳以上の女性 500円

肝炎ウイルス検査 血液検査（HCV抗体・HBs抗原検査） 40～74歳の方で
過去に受けたことのない方 無料

●国保特定健診以外は、健康保険の種類に関係なく受けることができます。
●70歳以上（令和5年3月31日時点）の方は、無料で対象の健診を受けることができます。
●下記の年齢（令和5年3月31日時点）の方は、大腸がん検診・乳がん検診が
　無料となっていますので、ぜひこの機会に受診してください。
　大腸がん検診：41・46・51・56・61歳
　乳がん検診：41・46・51・56・61歳の女性

●受診希望の方は、子育て健康推進課（23-4905）へ申し込みしてください。
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5 月から医療機関で各種健診を受けることができます

問い合わせ先　子育て健康推進課　TEL 23-4905

■ 医療機関での特定健診について
美浜町国民健康保険加入者で 40～ 74歳の方は、町
が指定する医療機関で特定健診を受診することができます。
持病で通院されている方も特定健診の対象となります。
生活習慣病の早期発見のため、年に1回は必ず受けま
しょう。

実施期間：令和 4 年 5 月 2 日～令和 5 年 2 月 28 日
今年度より、実施期間が令和 5 年 2 月 28 日までとなりましたのでご注意ください！

受診の際は、4月にお届けした美浜町医療機関用受診券が必要となります。
町が指定する医療機関（受診券の裏をご確認ください）に予約し、ご都合のいい日に受診してください。

検査項目 検査からわかる病気

【問診】

【身体測定・腹囲】

【血圧測定】 高血圧

【心電図】 不整脈・狭心症

【診察】

【血液検査】

　中性脂肪・HDLコレステロール
脂質異常症

　LDLコレステロール

検査項目 検査からわかる病気

【血液検査】

　GOT・GPT・ｒ－GTP 肝臓病

　空腹時血糖・ヘモグロビンA1c 糖尿病

　尿酸 痛風・高尿酸血症

　クレアチニン・eGFR 腎臓病

　血清アミラーゼ 膵臓病

　アルブミン 低栄養状態

　赤血球・ヘマトクリット
　ヘモグロビン・白血球数・血小板 貧血

【尿検査】

　尿糖 糖尿病

　尿たんぱく 腎臓病

問い合わせ先　 かがやく長寿課　TEL 23-4950

介護支援専門員（フルタイム）1 名
■ 募 集 資 格　　介護支援専門員の資格を有する方
■ 業務内容等　　介護予防ケアマネジメント業務等
■ 給 与 等　　月額163,100 円、期末手当年2回、退職手当 (6 か月雇用後）、通勤手当等 別途支給あり、社会

保険加入、年次休暇、特別休暇等あり。

（申込方法）　　所定の申込用紙に必要事項を記入し、関係書類を添付して美浜町役場かがやく長寿課にご提出ください。
申込用紙は、美浜町役場かがやく長寿課にご請求いただくか、町のホームページよりダウンロードでき
ます。なお、申込書類は返却いたしません。

※募集に関する詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

会計年度任用職員の募集
介護支援専門員

随時
募集中!!
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～地域のお宝紹介～ ※町では地域の活動を「地域のお宝」と呼んでいます。

「三尾の浜を守る会」
平成18年から活動しており、
現在の会員数は、15名です。毎
月第 1土曜日に三尾地区の逢母
磯を中心に海岸の清掃をし、きれ
いな海を守っています。

町では、概ね65歳以上の方を対象に「元気はつらつ教室」を開催しています。教室では、元気な体を維持してもら
うことを目的に家でもすぐに取り入れられる簡単な体操を行なっています。体操やウォーキングなどを通じて、体を動
かしてリフレッシュしませんか？

認知機能の維持・回復のためには、前頭葉を鍛えることが必要！
大脳はおおきく４つの領域に分かれますが、重要な鍵を握るのは前頭葉。他の領域
からの情報を集め、思考や行動を組み立て、命令を出す“脳の最高司令部”です。

1. できるだけ早いスピードで、知っている野菜の名前を 10 個あげてみましょう。

２. 次の文字を並びなおして野菜の名前を完成させましょう。
　　　　①いんだこ　　　　　　　　　　　⑥しとらがう
　　　　②つきやべ　　　　　　　　　　　⑦つかいせら
　　　　③じんにん　　　　　　　　　　　⑧うそんほうれ
　　　　④ぎまねた　　　　　　　　　　　⑨しとこもろう
　　　　⑤いわかれ　　　　　　　　　　　⑩いんげさんち

今月は、地域福祉センター3階で「チェアダンス」を行います。イスに座って音楽に合わせて体を動かすため無理
のない範囲で運動できます。体を動かして運動をすることは認知症予防にもなります。申し込み不要・参加費無料です。
興味のある方は是非、ご参加ください。

美浜町地域包括支援センターです !こんにちは

元気はつらつ教室！！

～楽しく脳トレエクササイズ～

5月は「のびのび動いて気分スッキリ！チェアダンス」です！

フリスビー体操 タオル体操

他にも ・ ・ ・

月替わりで様々な運動

教室をしています！
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今月の教室のテーマは「のびのび動いて気分スッキリ！」です。
日程 時間 場所 内容

  9日（月）
午後1時30分から 地域福祉センター チェアダンス

23日（月）
＊参加費無料　申し込み等の必要はありませんので気軽に参加してください。
＊概ね65歳以上の方が対象です。飲み物・タオルを持って、運動しやすい服装でお越しください。

☆元気はつらつ教室☆

問い合わせ先　美浜町地域包括支援センター　TEL 23-4950

5月の教室の日程は、以下のとおりです。

問い合わせ先　美浜町地域包括支援センター　TEL 23-4950

日程 時間 場所
19日（木） 午後1時30分から ガラスボックスわいわい（松てるわ広場）

☆家族介護者の交流会☆
ご家族を介護する方たちが集い、同じ悩みや体験などを話し合える場として家族介護者の交流会を行っています。
ほっと一息つきながらみんなで情報交換や相談もできます。お気軽にご参加ください。

＊参加費無料　申し込みの必要はありませんのでお気軽にご参加ください。
＊ご本人様も参加できます。ご本人様の参加のご希望の際は、事前に地域包括支援センターまでお問い合わせください。

日程 時間 場所 内容
11日（水）

午後1時30分から

和田東集会場 大正琴（琴泉耕友会）・旅の思い出話（坂本和子さん）

12日（木） 入山公民館 大正琴（美浜大正琴サークル）
みんなで話そう〇〇地区のこと(社協・包括）

19日（木） 三尾風速荘 大正琴（美浜大正琴サークル）・社協デイの脳トレ体操
25日（水） 和田西中集会場 演奏（おやじバンドG5）・社協デイの脳トレ体操

27日（金） 田井畑コミュニティセンター 大正琴（美浜大正琴サークル）・津軽三味線
みんなで話そう〇〇地区のこと (社協・包括）

＊全ての地区で血圧測定を実施します。
＊参加費無料　申し込み等の必要はありませんので気軽に参加してください。

☆地域巡回いきいきサロンのお知らせ☆

問い合わせ先　美浜町社会福祉協議会　TEL 23-5393

地域での交流を目的に各地区でサロンを行っています。 
身近な場所で行いますので、皆様お誘い合わせお越しください。

ひまわりこども園
会計年度任用職員

（保育教諭）
詳細は、ひまわりこども園（TEL 0738-22-3650）
または、美浜町教育委員会教育課（TEL 0738-23-4955）
までお問い合わせください。

随時募集中!!

美浜町ホームページにも掲載していますのでご覧ください。
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日 月 火 水 木 金 土
1 2

★固定資産税
納期限

★介護保険料
第 1期納期限

3
憲法記念日

4
みどりの日

5
こどもの日

6 7

8 9
●元気はつらつ教室
13:30 ～ 15:00

10 11
●腰痛・膝痛予防
サークル

① 9:00 ～ 10:00
② 10:15 ～ 11:15

12
●健康美体
エクササイズ
19:30 ～ 20:45

13 14

15
町内
一斉清掃

16 17
●健美操

① 10:00 ～ 11:30
② 13:30 ～ 15:00

18
● 4ヵ月・10ヵ月

健診
13:00 ～

19 20 21

22 23
●元気はつらつ教室
13:30 ～ 15:00

24
●認知症予防
サークル

13:30 ～ 15:00

25
●腰痛・膝痛予防
サークル

① 9:00 ～ 10:00
② 10:15 ～ 11:15

26
●健康美体
エクササイズ
19:30 ～ 20:45

27 28

29 30 31
★軽自動車税
納期限

広報みはま　発行 /美浜町役場
和歌山県日高郡美浜町和田 1138 ー 278　TEL 0738 ー 22 ー 4123
広報はホームページでもご覧いただけます。http://www.town.mihama.wakayama.jp/

この広報誌は再生紙を使用しています。

広告

有料広告募集
1区画　5,000円/月

（縦40mm×横80mm）

令和4年（２０２２）5月号 美浜町カレンダー

可燃１（濱ノ瀬・吉原・田井畑・上田井・入山）　可燃２（三尾・和田・本ノ脇・新浜）
今月は大型ゴミの収集はございません。

※教室・サークルの開催場所は全て地域福祉センターで行われます。

小型プラスチック可燃 1 可燃 1

可燃 1 可燃 1

可燃 1

可燃 1 可燃 1

可燃 2可燃 2

可燃 2可燃 2

可燃 2

可燃 2

可燃 2可燃 2

資源ゴミ

可燃 1 可燃 1可燃 2

燃えない複雑ゴミ


